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親切会の活動に対しまして日頃よりご理解とご協力をいただき心よりお礼申し上げます。 
2022 年度に入りましたがコロナ禍は未だ収束せず続いており、会員の皆様におかれましても自粛を余儀なくされ、

日々対応に苦慮されておられることと拝察いたします。 
親切会東北支部もコロナ禍の状況を考慮しながら活動を継続してまいりましたが、本年度第 1 回幹事会は 4 月 20 日、

幹事の皆さんのご理解とご協力のもとで基本的なコロナ対策をとり、お陰様で対面により開催することが出来ました。 
幹事会で承認されました昨年度の活動実績と本年度の事業計画及び予算につきましては以下に報告いたしますが、今後
とも現下の状況を加味しながら未来を担う子どもたちへの支援を基本に活動を着実に推進して参りたいと考えております。 

親切会の活動は会員の皆様の会費をはじめ歳末募金やご寄付、使用済み切手の収集等皆さんの「善意の浄財」によっ
て成り立っております。コロナ禍の影響もあり課題も生じてきておりますが今後とも一層のご理解とご支援をいただきます
よう宜しくお願い申し上げます。 

2021 年度の事業活動報告 

１．社会福祉事業 

2021 年度事業計画に基づき下記の通り実施致しました。合計 1,911,523 円 （予算比 87％） 

（１）福祉施設への寄贈 

山形県しあわせ子育て応援部、山形県社会福祉協議会のご指導をいた 

だき同県内の児童養護施設や乳児院、児童・母子支援施設等13 か所へ 

日立家電品等を寄贈しました。  
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親切の輪を東北のみんなで広げよう! 

山形県立 

鶴岡乳児院 

外観と寄贈品 

山形県しあわせ子育て応援部部長と代表施設 

(双葉荘様)に目録を贈呈   (於：山形県庁) 

山形県立鶴岡乳児院 掃除機・炊飯器

山形県済生会乳児院はやぶさ 冷蔵庫・ジャーポット・除湿器

社会福祉法人寒河江学園   寒河江学園 高圧洗浄機・ブロア・除湿器

社会福祉法人最上栴檀会   双葉荘 掃除機・業務用掃除機・植木バリカン

社会福祉法人思恩会  七窪思恩園 オーブンレンジ・炊飯器

社会福祉法人緑成会  興望館 洗濯機・ウォータークーラー

社会福祉法人山形市社会福祉事業団  山形学園 洗濯機・スティック掃除機・ドライヤー

社会福祉法人出羽むつみ会　むつみハイム エアコン

山形県立朝日学園 掃除機・ふとん乾燥機・電子レンジ

（NPO）山形の社会的養護を考える会
　           自立援助ホームみどりヶ丘

洗濯機・電子レンジ・掃除機

ファミリーホーム あじさい ノートパソコン他関連機器

すとうファミリーホーム 洗濯機・シーリングライト・トースター

赤湯の家志村 オーブンレンジ・掃除機

自立援助ホーム

ファミリーホーム

寄　贈　先　と　主　な　寄　贈　品

乳児院

児童養護施設

母子生活支援施設

児童自立支援施設



（於：㈱日立産機システム東北支社） 

訓練センターの盲導犬（ＰＲ犬） 

2022 年度から、集められた切手は「仙台JOCS」経由にて 

国際保健医療協力活動に役立てられます。 

（２）寄付の継続  

①（公財）日本盲導犬協会 仙台訓練センター    100,000 円  

同センターは東北唯一の盲導犬育成施設である 

とともに視覚障がい者のリハビリテーションに 

も注力されております。 

毎年法人賛助会員証を頂戴しております。 
②（一財）あしなが育英会 仙台レインボーハウス  100,000 円 

東日本大震災遺児に対し継続して支援活動をし 
ております。 

＊東北支部が発足し 1985 年度～202１年度までの寄付寄贈等の総額は、 

概ね 73,130,000 円となりました。 

 
２．善行者表彰  

2022 年3 月、株式会社日立産機システム東北支社 

OB 大庭一己様を地元消防団員としての活動、区長と 

して町づくり推進や災害時の連絡等地域に永年貢献さ 

れたことに敬意を表し善行表彰いたしました。 

 

３．募金活動及び寄付金受入れ状況 

（１）昨年末、例年通り「歳末助け合い募金運動」を実施致しました。 

法人会員のご協力を得て・・・・・ 35 社    計  417,421 円 

法人会員以外から・・・・・ 9 社        計   36,195 円    合計453,616 円 

  （２）寄付金  合計  30,000 円 

    企業団体から 1 件の申し込みがあり有難くお受け致しました。 

    ご協力頂きました関係の皆様には深く感謝申し上げます。 
 
４．使用済み切手収集活動 

東北支部では創設以来30 年余に亘り多くの皆様のご協力のもと使用済み切手の収集活動を行っております。 

使用済み切手は、デジタル化の進展とコロナ禍の影響もあり収集は毎年少なくなっていますが、継続的に 

収集し社会の福祉活動に活かされることは重要と考えております。引き続きのご協力をお願い申し上げます。 

・2021 年度 合計 約  65,786 枚  

・2020 年度 合計 約 123,000 枚  

・2019 年度 合計 約 188,000 枚  
 
５．新規会員の継続募集活動 

2021 年度末の会員数は法人41 社、個人175 名となりました。 

 

2022 年度の事業活動概要 

１．2022 年度の第1 回幹事会（4 月22 日）を開催し 2021 年度の事業・ 

収支報告並びに本年度の事業・収支計画が承認されました。 

（１）社会福祉事業 (予算 2,000,000 円) 

①社会福祉施設等への家電品等の寄贈  (予算 1,800,000 円) 

対象地域を宮城県内とし、県内の福祉施設向けに寄贈を 

計画し実行いたします。 

②継続寄付活動 (予算 200,000 円) 

下記の 2 事業所に対して寄付金贈呈を計画しています。 

・（公財）日本盲導犬協会 仙台訓練センター 

・（一財）あしなが育英会 仙台レインボーハウス 

（２）善行者表彰 

   広く推薦を募り、今年度も実施したいと考えています。 

   会員各社及び個人会員の皆様の身近な方々の中からご推薦等ご協力お願い申し上げます。 

（３）歳末募金・寄付金 

本年度は、歳末募金の目標額を 500,000 円とし、ご寄附も含めて格段のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

第１回東北支部幹事会 

Nenn  

 
[ここに出典を記載しま

す。] 



（４）使用済切手収集 

使用済み切手の収集は親切会活動のシンボルでもあります。従来通り続けて参りますので引き続きのご協力を 

お願い申し上げます。 

（５）広報活動 

   本部発行の「親切だより」及び「親切会東北支部だより」の発行配布を継続してまいります。またホームページでの 

   活動報告なども進めていきます。 

 (６）ボランティア活動 

   日立グループ清掃ボランティア活動との連携参加等を計画しています。     

 

以上の事業を着実に推進する為、幹事会（年4 回）と運営委員会（月1 回）を実施予定です。 

 

２．新規会員の募集活動 

法人及び個人会員の維持・拡大をめざし、継続して会員への働き掛けを致します。コロナ禍の影響もあり会員の減少 

傾向が課題になってきております。新規会員の拡大に努力して参りますので皆様の会員維持拡大に対する一層のご理

解とご支援を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

株式会社日立リアルエステートパートナーズの渋澤政裕です。 

本年4 月1 日付けの異動で東京から東北勤務となり、親切会の業務も事務局として初めて携わらせて頂くことに 

なりました。仙台に訪れたのが今回初めてで当初は不安が大きかったですが、都市機能がコンパクトに集約された 

エリアなため、人が集まりやすい・暮らしやすい街だと感じています。また気候も東北の中では温暖で極端な寒暖差も 

少なく(とはいえ、冬はかなり寒いとお聞きしていますが・・・)、四季の移ろいをたくさん感じられればと思っております。 

高祖父の渋澤栄一は福祉という考えがほとんど何もない時代に、福祉についての実践や制度を立ち上げて、福祉に 

さまざまな形で寄与してまいりました。 

私も親切会のモットーである「小さな親切」と「ささやかな福祉貢献」を通じ、「親切な心」の輪を広げられるよう努めて 

参りますので、親切会へ更なるご支援を賜りますよう、宜しくお願いいたします。 

本年 7 月1 日より親切会のホームページがリニューアルされます。 

東北支部の活動なども掲載されておりますので、是非ご覧ください。 

  

ご協力ありがとうございました。 

昱機電(株) (株)日立ソリューションズ東日本

昱機電(株)向洋電機事業所盛岡営業所 (株)日立ハイテクフィールディング　東北支店

(株）岩嵜測量設計 (株)日立パワーソリューションズ　東日本営業部

岩手根本観光(株) (株)日立ビルシステム　東日本支社

エーワメデック(株) (株)日立プラントサービス　東北支店

神田通信機(株)仙台支店 (株)日立製作所　東北支社岩手支店

ケイ・アイ システム(株)  日立建機日本(株)　東北支社

(株)五洋電子　本社・鶴沼台事業所 日立グローバルライフソリューションズ(株)北日本支社

ゼリア新薬工業(株)　仙台支店 マクセルフロンティア(株)米沢事業所　　　

社会福祉法人仙台つどいの家 三和電機商事(株)

仙台市子供未来局幼稚園・保育部運営支援課 明治安田生命　仙台広瀬通営業部

 仙台市太白区役所 (株)山一地所　賃貸事業部総務部

東北電機製造(株) ◆個人の方々

東北機電工業(株) 市井　聡子

(株)東北日立　大館支店 伊藤　敏晴

(株)東北日立　弘前支店 稲田　久生

(株)東北日立　八戸支店 櫻庭　勤

日建工学(株)　東北営業所 佐藤　利光

(株）日立ハイテクフィールディング東北支店 進藤　治美

(株)日立建機カミーノ 若松　武子

(株)日立システムズ　東北支社  野村  次男

                         ２０２１年度使用済切手寄付者ご芳名一覧                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(五十音順 敬称略)



5～10ｍｍ程度 残して下さい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

親切会の活動にご賛同頂ける方々を募集しております。 

会費は次の通りです。ご協力をよろしくお願い申し上げ 

ます。 法人会費 年額36,000円 

個人会費 年額12,000円 

問合せ・会員入会申込先

一般社団法人 親切会東北支部
〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目1番25号

　　(株）日立製作所東北支社総務部内

(TEL)022-223-0121(FAX)022-223-7617

（株)アイシーエス
日立グローバルライフソリューションズ(株)
   　ホームソリューション事業部国内営業本部北日本支社

昱機電（株） （株）日立建機カミーノ

昱機電(株)向洋電機事業所 日立建機日本（株）東北支社

朝日工業（株） （株）日立建設設計東北営業所

(株)エービッツ （株）日立産機システム東北支社

(株)エヌエスシー （株）日立システムズ東北支社

ケイ・アイシステム（株） （株）日立システムズフィールドサービス東北支店

コスモシステム（株） （株）日立製作所東北支社

サイタ工業（株）東北支社 （株）日立ソリューションズ東日本

作田電機（株） （株）日立ドキュメントソリューションズ東北営業所

三光テクノ（株） （株）日立ハイテク東北支店

東北機電工業（株） （株）日立ハイテクフィールディング東北支店

東北電機製造（株） （株）日立パワーソリューションズ東日本営業部

(株）東北電子計算センター （株）日立ビルシステム東日本支社

(株)東北日立 （株）日立物流東日本東北営業所

(株)日情システムソリューションズ （株）日立保険サービス東北営業所

(株)ニッセイコム東日本支社東北支店 三菱HCキャピタル(株）

(株)日立アーバンサポート東北支店 三菱HCキャピタルオートリース(株）

日立金属（株）北日本支店 三和電機商事（株）

2022年度　東北支部　法人会員名 2022年4月現在(五十音順）

支部長

櫻庭　　勤 日立ＯＢ

幹事

青木　　盛 日立ＯＢ

伊藤　敏晴 日立ＯＢ

稲田　久生 日立ＯＢ

岩崎　守明 日立グローバルライフソリューションズ(株)
ホームソリューション事業部国内営業本部北日本支社　支社長

小玉　陽一郎 (株)日立ソリューションズ東日本 取締役社長

後藤　浩司 (株)日立製作所東北支社  支社長

坂井　照佳 三菱ＨＣキャピタル(株)東北法人支店  支店長

佐藤　勝彦 (株)日立システムズ東北支社　支社長

沢田　　敦 (株)日立ハイテク東北支店　支店長

柴崎　　仁 (株)日立産機システム東北支社　支社長

下川　　忍 (株)東北日立　代表取締役

柾谷　隆一 (株)日立ビルシステム東日本支社　支社長

監事

尾崎　真一郎 (株)日立製作所東北支社 企画部　部長

事務局長

小林　　徹 (株)日立製作所東北支社 総務部　部長

親切会東北支部役員 (幹事名 五十音順)


